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1｜｜はじめに
「文化財」は、美術・芸術品、考古学品、建造物、都
市、景観など、多様な文化的所産を包含する概念であ
るが、近年においては、土木文化財（土木遺産）が脚
光を浴びてきており、都市再生やまちづくりにおいて、
地域アイデンティティ醸成や都市活性化にとっての資産
として考えられるようになっている。
本稿は、イタリアにおける土木文化財の保存・修復お
よび活用について紹介するものである。（表.1および
図.1参照）

2｜｜ヴァンヴィテッリ水道橋（カロリーノ水道橋）
ナポリに近いカセルタ（Caserta）という街に、18世紀
バロック末期の傑作として知られる王宮と庭園がある。
当時のナポリ王の命を受け、「ヴェルサイユを超える宮
殿」を目指して、建築家ヴァンヴィテッリが建てたもので、
豪華絢爛たる王宮内部は、映画『スターウォーズ・エピ
ソード1』の舞台になった。

王宮の背後に広がる壮大な庭園の中央には、全長
3kmの水路が配置され、庭園奥には高さ150mの滝が
そびえている。庭園を流れる大量の水は、王宮から
38kmも離れたタブルノ山から引かれてきた。その途中
に築かれたのが、王宮とともに世界遺産に登録された、
カロリーノ水道橋。「カロリーノ」という別称は、王の名
「カルロ3世（ブルボン王朝）」に由来する。長さ529m、
高さ55.8mを誇る巨大なアーチの橋は、ローマ帝国の
水道橋をうかがわせるデザインである。
水道橋の工事は、1753年に開始され、1762年に完
了した。
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■図.1――事例位置図

■表.1――イタリアにおける土木文化財の事例

■写真.1――カセルタ王宮－全景 ※カラーはグラビアvi i 参照



設に既存構造物をそのまま活かせることにより、費用を
大幅に節約できる。また、水道改良工事の実施にとも
ない、老朽化した構造物の補修を、同時に、省力化し
て行うことができる。
土木文化財を単なる史蹟として保存するだけではな
く、その構造物が本来担っていたインフラ機能に着目し、
補修を施すことで、地域の経済財としての再生を図っ
た好事例であろう。

3｜｜アッピア旧街道州立公園
本公園は、ローマ市中心部からアッピア旧街道沿い
に南東方向約16kmにわたって延びる広大なエリアで、
第一級の景観美と歴史的・芸術的・自然的価値を保
存・活用するために、1988年にラツィオ州法により保護
区域に制定された。区域面積は3,500haである。
区域内の土地の95％が民有地（旧貴族私有地40％、
企業有地25％、小規模私有地20％、教会有地10％）
で、公有地5％の内訳は、ローマ市市有地2％、国有
地2％、軍有地1％である。公園管理は、1998年に設
立された州立法人に委託されている。区域内は景観
保護を受けるほか、ローマ市都市基本計画（Piano
Regolatore Generale）により公園に指定されており、建造
物や道路の建設、狩猟や植物採集および鉱物採取、ゴ
ミの廃棄、広告物設置などの行為が法律上禁止されて
いる。日祭日には、全区域が自動車乗り入れ禁止となり、
歩行者・自転車による散策のために解放されている。
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アーチが橋全体の重みを均等に受け止める耐震構
造になっているようで、往時の姿を完璧にとどめ、二つ
の山（東側：ロンガーノ山、西側：ガルザーノ山）の間に
圧倒的な存在感で横たわっている。水道は、700リット
ル/秒の水量をもち、標高254mにあるタブルノ山腹に発
し、0.5mm/mの勾配を約38km下ったのちに、標高
203.5mに設置された王宮内の滝に到達する。

橋の上階部分は歩行用に開放されているが、両脇は
柵や囲いの類は一切なく、下を横断する道路には一般
車が高速で通過するため、自殺の名所になっているら
しい。
本水道橋は、王宮と庭園、および、これらに隣接する
サンレウチョ絹織物工場とともに、一体の施設群として
1997年にユネスコ世界遺産に登録されたことをうけ、
第一級の文化的価値をもつ土木構造物として保護され
るとともに、地域の観光資源として活用されている。
一方、本地域においては、数百世帯におよぶ一般家
庭や農業・畜産事業者の水道需要に対し、市の水道
供給が追いつかない状況が続き、水資源の保全が緊
急課題となっていた。こうした背景を踏まえ、2003年5
月29日には、一帯の6自治体が、共同で水道橋の補
修・再生を行うことについて合意を交わしている。
渓谷地帯である本地域に新規の水道整備を行うに
は、揚水設備の設置など多額の投資が必要になる。こ
れに対し、既存の水道橋を活用すれば、コストのかか
らない自由落下式システムが使えるうえに、水道管敷

■写真.2――ヴァンヴィテッリ水道橋－全景

http://www.ciaoita.com/hitoritabi13.html

■写真.3――ヴァンヴィテッリ水道橋－正面

■写真.4――ヴァンヴィテッリ水道橋－上階部分

■図.2――アッピア旧街道州立公園区域図

http://www.parcoappiaantica.org/410/estensioneparco.jpg
図の左上方向がローマ都心部
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アッピア旧街道は、建設した執政官アッピウス・クラウ
ディウス・カエクスの名を冠した、古代ローマ最初の街
道で、玄武岩の敷石で舗装され、両脇は土を踏み固め
てある。古代の幹線道路の規格寸法である4.1mの幅
員をもつ。旅行者は、古代の距離単位で9～10マイル
ごとに休息をとり、馬を替え、食事をすることができた。
紀元前312年に着工され、その長さ、ほとんど一直
線の形状から「街道の女王」と呼ばれ、ローマと、「オリ
エントへの扉」南伊都市ブリンディシを結ぶ戦略道路と
して機能した。中世には沿道人口減少などにより寂れ
てしまったが、16世紀ルネッサンスの古典復興の機運
に乗り街道への関心が再び高まり、ラッファエッロ、ミケ
ランジェロらがその修復を提案している。
街道復元の実際の動きが始まるのは、19世紀の考古
学者たちが、ローマ－ブリンディシ間を考古学公園とし
て保護するよう提案したこと（1887年）による。

公園区域のうち、もっとも都心に近い部分はカッファ
レッラ（Caffarella）と呼ばれる渓谷で、その美しい景観
と豊かな緑ゆえに、市民の憩いの場となっている。
カッファレッラは、ローマ市地下鉄A線の3駅が隣接
しアクセスが便利であるが、アッピア旧街道と比べると、
イタリア国外での知名度は劣る。筆者は、徒歩10分の
場所に4年間住んでいたためたびたび現地に足を運
んだが、日本人観光客の姿を見かけることはなかった。
いまだに農業、酪農が営まれ、古代ローマの原風景を
彷彿とさせる景勝地であるだけに、残念である。
カッファレッラ側からローマ都市域の周縁部を眺める
と、その景観的対比から、公園区域における保存の徹
底ぶりを明瞭に把握することができる。また、3,500ha
の大規模生態系は、ローマのミクロ気象を変化させる
ほどの影響力を持っている。

4｜｜ヴィニョーニ浴場
トスカーナ州の古都シエナから南へ約40km、バーニ
ョ・ヴィニョーニという街にあるこの浴場は、中央広場全
体を浴槽とした珍しい施設である。現在も湧き続けるこ
の温泉はエトルリア人によって発見され、ローマ時代に
は女神に捧げられた。中世には多くの湯治客が訪れ、
ルネッサンス時代にはシエナの聖カテリーナ（1347－
1380）や、フィレンツェ・メディチ家の当主ロレンツォ豪華
王（1449－1492）など著名人も療養に訪れている。
浴槽は49mの長辺をもつ長方形で、温泉源は地下
1000m、水温は52℃。温泉水は、重炭酸塩、硫酸塩を

■写真.5――アッピア旧街道

■写真.6――カッファレッラ渓谷

http://www.meteo-net.it/Graphics/Caffarella.jpg

■写真.7――カッファレッラ公園区域と都市域の境界

■写真.8――ヴィニョーニ浴場－俯瞰

■写真.9――ヴィニョーニ浴場
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5｜｜ヴェネツィアとラグーン（潟）
約6000年前、最終氷河期ののち、水位上昇によりヴ
ェネツィア湾にラグーン（潟）が誕生した。潟は、河川の
淡水と海流の塩水が合流する地点にあり、平均深度は
50cm。粘土や砂などの沈殿物が堆積してできる泥地
や、河口を取り囲む汽水域が、広大な湿地帯をなし、
きわめて複雑で、世界でもたぐい稀な生態系を形成し
ている。アドリア海の女王、海洋都市ヴェネツィアは、
潟とともに、1987年にユネスコ世界遺産に登録されて
いる。
さて、河川によって運ばれてくる砂は、海流により堆
積して、海岸沿いに砂州を形成し、やがて、潟はふさ
がれてしまう。これを防ぐため14世紀以来、潟に注ぎ
込む4本の主要河川が改修され、河口が閉ざされた。
さらに、潟を海側から守るために、ラグーンとアドリア
海が砂嘴と砂州で区切られ、現在では、潟と海をつな
いでいるのは、3箇所の水門（北から、リド、マラモッコ、
キオッジャ）のみとなっている。

ヴェネツィアは、潟の水面に顔を出す微高地のまわり
を干拓してできた都市で、地表の大半は標高1m以下
である。この街は過去、たびたび冠水・水没の被害に
見舞われてきたが、近年、その被害がますます深刻化
している。1966年には194cmの冠水に見舞われたほ
か、1988年から1997年までに、137回の被害、うち、
80cm以上の冠水は39回と記録されている。
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含み、弱放射性で、耳鼻咽喉・呼吸器系、婦人科系、
リューマチ性の疾患に効く。
市当局により、浄化装置などの補修工事が終了した
ばかりであるが、現在は浴槽内立入禁止である。一帯
には温泉施設や中世の建物をそのまま利用したホテル
が点在してリゾート地となっており、本浴場は地区の中
核的シンボルとして機能している。
なお、本浴場は、ロシアのアンドレイ・タルコフスキー

（Andrej Tarkovskij 1932－1987）監督の映画『ノスタル
ジア』（原題Nostalghia、1983）の舞台として使われ、映
画では入浴シーンを観ることができる。
日本人にも馴染みの深いトスカーナは、ルネッサンス
が花開いた文化性豊かな州である。なかでも、ヴィニ
ョーニの街が属するシエナ県サン・クイリコ・ドルチャ
（San Quirico d'Orcia）市一帯は、風光明媚な土地で、
シエナ、サン・ジミニャーノ、ピエンツァと、シエナ県内だ
けで世界遺産都市が三つ存在する。
一帯には、文化遺産を巡る観光客が世界中から集
まるほか、地域全体がアグリ・トゥリズモ（地場食材、田
園景観、農業体験を売りにした滞在型観光）や温泉巡
りで活性化している。なお、トスカーナ州は、観光文化
インフラ関係予算の1/3（約600万ユーロ、7億8000万
円）をシエナ県に拠出している。
筆者は、2003年の2月から5月まで、サン・クイリコ・ド
ルチャ市中心部にあるルネッサンス時代の邸館パラッ
ツォ・キージ・ゾンダダーリ（Palazzo Chigi Zondadari）の
修復事業に参加し、現地からほど近い場所に4ヶ月間
滞在する機会を得た。鉄道もバスも一日に2～3本しか
通らず、日本の「中山間地域」に相当するような不便な
地であるため、ローマの自宅からの移動は自家用車に
頼ることになった（ローマ市内から一部高速道路利用
で2.5時間）。イタリアでは、このように交通不便で都会
から隔絶された地がむしろ人気を呼び、滞在型リゾー
トのひとつの理想型とされているようである。

■写真.10――サン・クイリコ・ドルチャの田園景観

■図.3――トスカーナ州の温泉分布

■図.4――ヴェネツィア潟の水門
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こうした事態は、1）地下水くみ上げによる地盤沈下と
温暖化による海面上昇がもたらす高潮、2）冬期におけ
るアフリカからの風圧およびアドリア海北部の降雨、3）
満潮、の3要素が重なって発生すると考えられている。
これに対して、1966年以来、ヴェネツィアを水没から
守るための解決策が研究されており、新ヴェネツィア事
業連合（Consorzio Venezia Nuova）は、モーゼ（MOSE）
と呼ばれる実験的な計画を模索してきた。MOSEとは、
Modulo Sperimentale Elettromeccanicoの略称で、「電気
力学的実験モジュール」を意味し、アドリア海の水面が
110cm以上上昇した際に、前述の3水門を可動式の堰
（せき）で締め切るというものだ。堰は片側のみが海底
にヒンジで固定され、もう片側は水面に向かって回転
しながら浮上できる仕組みである。堰の内部は大きな
空洞となっており、海水の注入によって沈下させ、空気
の注入によって浮上させる。

1998年7月8日時点では、世界の大学の都市計画、
環境、工学の専門家から構成された会合の報告は、モ
ーゼ計画について肯定的評価を与えていた。メンバー
の一人、ベルギーの生態学教授で、グループのコーデ
ィネータであるフィリップ・ボルドーは、次のように述べ
ている。「ヴェネツィアの満潮時の冠水・水没現象に対
しては、可動堰の他にとるべき代替手段がない。そも
そも潟自体が、自然のシステムではないのであって、そ
れは人間がその利益を求めて改変してきたものである

から（そのような改変は）これからも続けなければなら
ない。」（il Sole-24 Ore、1998年12月10日）
モーゼ計画は、1998年12月中道左派政権のダレー
マ内閣時に、当時の環境大臣エド・ロンキ（緑の党）の
リーダーシップのもとで中止されている。環境省と文化
財省が環境影響評価委員会の報告を受けて、共同の
省令で計画中止を決定したものである。その理由は、
－年間30回程度と想定される堰の閉鎖は、淡水と海水
の間の水交換を切断し、潟の生態系は死滅する。都
市が救われたとしてもその代償を生態系が払うのか。

－モーゼ計画は、上流域からの水という「陸からの敵」
を考慮していない。

－温暖化仮説（温室効果の増大）は、超長期的なもの
であり、モーゼ計画が予定する期間を超えるもので
ある。

－環境に対するインパクトが過大。8年間の工事期間、
8百万トンの材料の搬入、35万立方メートルの解体
作業、5百万トンの堆積物など。
というものであった。政府の専門委員会が、政府の
事業についてこのような結論を出すのは、イタリアでもあ
まり例の無いことである。その後、2000年7月には、ヴェ
ネト州行政裁判所が、1998年12月の環境・文化財省の
省令を無効とする判決を出し計画中止を覆している。
その後、国を二分する計画推進派と中止派の綱引き
が国際世論をも巻き込んでしばらく続いていたが、
2003年4月3日、ベルルスコーニ内閣はその着工を決定
した。これを受け、ルナルディ公共事業相は、公共事
業の推進にはマフィアとの共存も必要、と発言するほど
の構えを見せているが、工事には23億ユーロ（2,990億
円）と8年の工期が必要である。大規模土木事業計画
の再開は、財政面でも環境面でも、またマフィアと政治
家の癒着という面でも大きな問題をともなうだろう。

6｜｜おわりに
イタリアにおける土木文化財の特徴について4点ほ
ど挙げたい。一つは、いずれを見ても、単なる「遺産」
として現代の都市的文脈から隔絶されておらず、都市
景観や市民生活のなかに溶け込んでいる、ということ
である。二つ目は、こうした文化財が観光資源としてだ
けでなく、土木インフラとしての従前機能を発揮してい
る例が多い、ということである（ヴァンヴィテッリ水道橋、
アッピア旧街道州立公園に加え、ヴィニョーニ浴場も最
近まで温泉施設として機能）。三つ目は、自然と構造物
の複合タイプが存在する、という点である（アッピア旧街
道州立公園、ヴェネツィアとラグーン）。最後に、いずれ
の事例についても、それらの規模の大きさを指摘でき
るだろう。

※為替レートは「1ユーロ＝130円」とした。

■写真.11――ヴェネツィア－サン・マルコ広場の冠水
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■図.5――可動式「堰」のメカニズム

※カラーはグラビアvi i i 参照


